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令和2年度定期監査（財務監査）対応状況

別　紙

（財政課）【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【予算費目のチェックについて】
予算査定時において、予算費目等の
チェックが十分に行われていなかった。

実施中

予算査定時に予算要求課から要求内容を可能
な限り聴き取りし、適切な予算執行科目を判断
するように努めています。

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【基金の運用について】
債権による基金の運用にあたっては、会計
課とともに、運用方法、運用額等につい
て、適宜検討されたい。 実施中

美祢市債権運用指針や公金管理検討委員会の
運営等を通じて、会計課と連携して適切な基金
運用に取り組みます。

【　意見・要望　】

内容 措置状況 回答

【財政計画の見直しについて】
新庁舎整備等の大型事業の実施を控え、
コロナ禍における経済状況の変化が予想
されることから、状況に応じて、財政運営の
基礎となる財政計画の見直しを検討された
い。

検討中

適切な時期の財政計画見直しを検討していま
す。
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（地域振興課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【未収金について】
有線テレビ使用料について、長期間未収
のままとなっているものがあった。

検討中

債権を精査の上、美祢市債権管理条例に基づく
不納欠損処理を検討します。

【土地建物貸付について】
土地建物に係る貸付料について、複数年
分をまとめて請求しているものがあった。

措置済み

御指摘の貸付料については、毎年度請求するこ
ととします。

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【未実施事業等について】
実施者がいない事業等について、事業効
果等を再検討されたい。

措置済み

実績の少ない事業については、その効果等を鑑
み、来年度に向けて、事業内容の見直し（補助
率、補助対象、実施期間等）を実施しました。
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（市民課）
【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【住民係】【ワンストップ業務委託契約につ
いて】
債務負担のない自動更新条項を含む契約
は適当ではないので、引き続き対応を検討
されたい。

検討中

市の窓口以外での各証明書の交付について、
マイナンバーカードの普及が拡大し、コンビニ交
付サービスの利用が急増している中、当該取扱
郵便局における同サービスの利用及び維持費
用の状況等を踏まえ、当該業務の継続を含め、
自動更新条項を見直すよう検討しています。
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（生活環境課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【カルストクリーンセンター】【切手の繰越し
について】
購入済みの多くの切手を毎年繰り越す状
況が続いている。 措置済み

カルストクリーンセンターの切手については、本
庁に移管し生活環境課の業務全体で使用して
います。

【　意見・要望　】

内容 措置状況 回答

【目標値の設定について】
ごみのリサイクル率等の目標値について、
実績に基づき変更するのか、達成を目指
す高い数値とするのか、設定基準を明確
にされたい。

措置済み

ごみのリサイクル率等目標値については、美祢
市一般廃棄物処理基本計画に基づき設定して
います。
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（地域福祉課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【事業実施に係る予算について】
当初の予定より事業量が減少したものにつ
いて、予算の減額を行わず、多くの不用額
が生じているものがあった。 実施中

　令和元年からの新規事業であり、事業量が適
正に把握できなかったため、減額の措置が取れ
ませんでした。今後は、多額の不用額が生じな
いよう、適正に事業費を算定します。
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（高齢福祉課）
【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【一般会計】【未実施事業等について】
対象者がいない、減少している事業等に
ついて、事業効果等を再検討し、次期介
護保険計画等の策定時に反映されたい。 措置済み

未実施事業については、令和３年度から令和５
年度を計画期間とする美祢市高齢者保健福祉
計画・第８期介護保険事業計画において項目を
削除しています。
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（農林課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【指定管理について】
指定管理施設の指定管理者から提出され
た事業計画書等において、利益が計上さ
れているものがあった。 措置済み

事業計画書の収支計画については利益が計上
されることのないよう指定管理者に指導しまし
た。

【補助事業実績報告書について】
補助事業実績報告書において、事業計画
と収支精算の金額等が突合していないも
のがあった。 措置済み

補助事業者の記載ミスであったので、精査して
提出するよう指導するとともに、提出書類の確認
を徹底します。

【六次産業振興推進室】【認定者協議会の
規約について】
六次産業推進室の所属の変更に伴う認定
者協議会の規約の変更がされておらず、
総会の議題としても諮られていなかった。

措置済み

直ちに書面決議を行い規約を変更しました。
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（建設課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【未収金について】
住宅使用料について、長期間未収のまま
となっているものがあった。

実施中

今年度「美祢市営住宅等の無断退去に関する
事務処理要綱」を制定し、無断退去の可能性の
ある方の措置のルールづくりを行いました。
　今後この要綱や長期未収入の方の調査を行
い、不納欠損処理を含めて対応を行う予定とし
ています。

【備品購入について】
年度末になり、同じものを何度かに分けて
購入しているものがあった。

措置済み

新年度に向け書類整理をする中で、書庫が必
要となり、同じものを何度か年度末に購入しまし
たが、今後このようなことがないようにします。
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（観光振興課）
【　意見・要望　】

内容 措置状況 回答

【観光振興計画の見直しについて】
コロナウイルスの影響によるインバウンド需
要等の変化が生じていることから、現状を
踏まえ、状況に応じて観光振興計画の見
直しを検討されたい。

検討中

現観光振興計画の数値目標は、第2次美祢市
総合計画の数値目標と同様であるため、齟齬が
ないよう関係課と調整を行います。なおインバウ
ンドについては、国や県の動向分析や施策目標
を斟酌し、必要があれば本市観光振興計画の
見直しも検討していきます。

【目標値の設定、調査結果等の分析につ
いて】
観光振興計画に基づき、各施設利用の目
標値の設定基準を明確にするとともに、来
洞者等の調査結果から、特に「よくなかっ
た」などの回答に対する分析を行うことを検
討されたい。

検討中

各施設利用者数は観光振興計画の数値目標で
ある観光交流人口に含まれており、その目標値
を達成するための伸び率となっています。来洞
者等の調査結果は観光政策に反映します。
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（商工労働課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【補助金、負担金について】
交付要綱等で補助対象経費等が明確に
なっていないもの、多くの翌年度への繰越
金が生じているものがあった。 実施中

補助対象経費の明確化のため、補助金交付の
対象や事業内容について援助団体等との協議
及び共通認識を図り、補助要綱を含め明確化に
向けた見直しを進めています。繰越金が生じた
ものは適正な事業内容・規模となるように、内容
を精査し指導をしました。

【指定管理について】
指定管理施設の指定管理者から提出され
た事業計画書等において、利益が計上さ
れているものがあった。 措置済み

提出された書類等の内容確認を徹底するととも
に、指定管理者に書類作成等、適正な事務処
理を行うように指導をしました。
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（会計課）
【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【予算の執行について】
歳入歳出審査において生じた予算費目や
会計処理の手順に係る疑義について、予
算編成の担当である財政課とともに、会計
処理の適正化を図る方法を検討されたい。

実施中

事案発生時には、財政とその都度協議確認して
います。
枠予算制度が続いてきたので、科目の考え方が
あいまいになってきていますが、令和３年度予算
は１件予算であることから、予算ヒアリング時に科
目を明確にすると財政と調整済みです。

【基金の運用について】
債権による基金の運用にあたっては、財政
課とともに、運用方法、運用額等につい
て、適宜検討されたい。

措置済み

美祢市債券購入指針及び美祢市資金管理及び
運用基準に従い、安全な債券を購入していま
す。購入時には、副市長及び総務部長、総務課
長、財政課長及び会計管理者等で事前の協議
を行い、市長の決裁を経て、購入売却または入
れ替えの注文を行っています。
注文の段階では、売買できるかどうかわからない
状況なので売買できなくてもリスクにはならないと
考えています。
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（教育総務課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【土地借上料について】
土地所有者からの請求がなされず、未払
いになっていた前年度分の土地借上料に
ついて、予算の確保がないまま、当年度分
とあわせて支出していた。

措置済み

現年度の土地借上料の支払いを確実に行って
いくこととしています。

【備品購入について】
各学校における備品について、年度末に
なり購入しているもの、同じものを何度かに
分けて購入しているものがあった。 実施中

校長会や事務の共同実施会で備品購入費を含
めた予算の執行について、計画的かつ適正に
行うよう指導する予定にしています。
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（上下水道局（公営企業会計））
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【備品購入について】
年度末になり、備品を購入しているものが
あった。

措置済み

今後は、必要な備品は早期に計画的に購入しま
す。

【議会の議決事項について】
職員給与に係る予算の補正と同時に、議
案として提出するべき「議会の議決を経な
ければ流用することできない経費の変更」
がされていなかった。

措置済み

今後は、職員給与に係る予算の補正と同時に、
「議会の議決を経なければ流用することできない
経費の変更」を議案として提出します。

【　意見・要望　】

内容 措置状況 回答

【経営改善について】
事業の効率化を図るため、経費の削減に
ついて検討いただきたい。

実施中

いただいたご意見を踏まえ、経費の削減に努
め、事業の効率化を図ります。
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（市立病院事務部）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【減点査定について】
過年度分の減点査定について、減額処理
がされず、未収金として残っていた。また、
減額査定分は、医業収益を直接減額する
会計処理がされていた。

措置済み

過年度分の減点査定については、遺漏のないよ
うに処理を行います。また、減額査定分は、医業
未収金から減額分を過年度未収金に充て、その
額ほど医業未収金を減額する処理をしていま
す。2月・3月分の減額査定は決算後に決定通知
されることにより、過年度未収金を直接減額する
処理ができないため、便宜上この方法で処理し
ています。
なお、遅延することなく処理を行い、今後も診療
報酬の未収金が発生しないよう努めます。
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